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小規模事業者持続化補助金 合計 139 社が申請 !
　本補助金は小規模事業者等が経営計画を策定して取り組む販路開拓等の取り組みを支援するものです。当所では、
それぞれについて申請・実行・事業発展に向けた支援を進めております。
　今年度は種類・受付締切が複数設けられ、これまで139社が申請、第二次申請までで68社が採択されました。（8/31
現在）

実際に採択された取り組み事例

小規模事業者持続化補助金の概要

一　般　型 コロナ特別対応型

◆（美容業）
　ミドル層の男性の美容需要が増加しているため、新
たに市内初の男性脱毛サロン事業を計画。
　首都圏の専門店レベルの施術を市内で手軽に受けら
れるようにするため、最先端の脱毛マシンの導入お
よびチラシの配布や自社アプリ・SNS による広報を
行う。

◆（イベント関連業）
　イベントの企画・制作・運営・遊具貸し出し等をして
いるが、4月以降の受注がほぼすべてキャンセルとなる。
　幼児・児童を持つ家庭をターゲットに、完全予約制の
「家族だけの遊園地」事業を計画。近隣の喫茶店等と
連携し、保護者の疲れも癒やす。会場整備やwebサ
イト作成による広報活動を行う。

◆（農作物生産・食料品販売業）
　健康志向の強い世代に向け、無添加・無農薬の加工
食品の販売促進の取り組みを計画。
　過去に作成したホームページ・ネットショップペー
ジをリニューアルし、商品の魅力を発信する。また、
ホームページを委託管理から自社管理にすることで
顧客対応をスムーズ化し業務効率にも結び付ける。

◆（小売業）
　寝具等生活用品の販売を行っているが、4月以降来
客数が激減した。
　近年「睡眠の質」に対する意識が高まっていることから、
店舗に行かなくても販売ができるネットショップ事業
を計画。専門店としての経験を活かした情報発信によ
り、コロナウイルス対策と合わせ新たな顧客を開拓する。

　現在、「一般型」第 3次・「コロナ特別対応型」第 4次に向け、計画策定の支援をしております。コロナ特別対
応型では補助率が最大 3/4、上限が 100 万円に拡大されていますので、ご活用ください。
� ※採択に向けた支援には綿密な相談が必要となります。お早めにご相談ください。

〈令和元年度補正予算持続化補助金（一般型）〉
　応募締切：令和 2 年 10 月 2 日㈮
　　　　　　当日消印有効（3 次締切）

日本商工会議所
03-6447-2389

〈令和2年度補正予算持続化補助金（コロナ特別対応型）〉
　応募締切：令和 2 年 10 月 2 日㈮
　　　　　　必着

日本商工会議所
03-6447-5485

お問合せ先　上田商工会議所　TEL.0268-22-4500

〈補助対象〉
非対面販売のためのホームページの作成・改良、店舗
の改装、チラシの作成、広告掲載など

✓新型コロナウイルス感染症対応「特別枠」
 補助対象経費の 1/6 以上が以下のA～Cのいずれか
の要件に合致することが必要。
Ａ　サプライチェーンの毀損への対応
Ｂ　非対面型ビジネスモデルへの転換
Ｃ　テレワーク環境の整備

✓「事業再開枠」（感染防止対策のための取組）
 業種別ガイドラインに基づく新型コロナウイルス感染症
感染防止対策のための取組にかかる経費について定額
補助。
	 事業再開枠単独での申請は不可。
✓特例事業者に対する上限上乗せ
 クラスター対策が特に必要な特例事業者に上限50万円
を上乗せ	 ※詳細は公募要領参照

〈補助額〉
上限 50 万円（コロナ特別対応型：上限 100 万円）
事業再開枠：上限50万円／特例事業者：50万円上乗せ
� ※共同申請可能

〈補助率〉
一般型、コロナ特別対応型（A）：2/3
コロナ特別対応型（B・C）：3/4
事業再開枠（定額）�特例事業者上乗せ：
� 2/3または3/4または定額
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家賃支援給付金のお知らせ
支給対象（以下の①～③すべてを満たす事業者）
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業
者、フリーランスを含む個人事業者等であること
②5月～12月の売上高について、A・Bいずれかを満たすこと
　A.�1ヵ月について、前年同月比50%以上減少
　B.�連続する3ヵ月について、合計が前年同期比30%以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支
払っていること

申請期限
2021 年 1 月 15 日まで（※電子申請の場合、同日 24 時まで）
（〆切までの申請受付完了分のみ対象）

申請方法 インターネットによる電子申請（電子申請が困難な場合、下記申請サポート会場をご利用ください）

給 付 額
法人…最大600万円��個人事業者…最大300万円��一括支給
■算定方法
申請時の直近 1ヵ月における支払賃料（月額）に
基づき算定した給付額（月額）の 6倍

支払賃料（月額） 給　　付　　額（月額）

法 人
75 万円以下 支払賃料× 2/3

75 万円超 50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1/3］
※上限 100 万円／月額

個 人
事業者

37.5 万円以下 支払賃料× 2/3

37.5 万円超 25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分×1/3］
※上限 50 万円／月額

申請サポート会場 電子申請が困難な場合、申請サポート会場にてサポートを受けながらの申請が可能です。
上田地域の申請サポート会場：上田温泉ホテル祥園（上田市大手 1-2-2）
※サポート会場は完全予約制です。ホームページもしくは電話により、予約し、決められた日にご来場ください。

ホームページアドレス・お問い合わせ
◆事業詳細・申請手続き　https://yachin-shien.go.jp/
◆申請サポート会場予約　https://yachin-shien.go.jp/place/ys-301/index.html　
　電話の場合…0120-150-413�受付時間　9：00 ～ 18：00（土日・祝日含む）
◆内容に関するご質問　家賃支援給付金相談コールセンター
　TEL.0120-653-930�　受付時間：平日・日曜日 8：30 ～ 19：00（土曜日・祝日除く）

事業詳細・
申請手続き

申請サポート
会場予約

令和2年分の所得税確定申告から65 万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります
　平成 30 年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。
　個人の方の所得税について
　①青色申告特別控除額が変わります。　（現行 65 万円⇒改正後 55 万円）
　②基礎控除額が変わります。　　　　　（現行 38 万円⇒改正後 48 万円）
　③「現行の 65 万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えて
e-Tax による申告（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続き 65 万円の青色申告特別控除（以下、「65
万円控除」といいます）が受けられます。※以上の改正は、令和 2年分以後の所得税について適用されます。

■ e-Tax による申告
◦e-Taxとは、申告などの国税に関する各種の手続について、イ
ンターネットを利用して電子的に手続を行えるシステムです。
◦令和2年分から、65万円控除を受けるためには、ご自宅
等のパソコンにより、e-Taxで確定申告書及び青色申告決
算書のデータを提出（送信）する必要があります。

� なお、国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算
書のデータを作成し、e-Taxで提出（送信）することもできます。

※１　ご利用のパソコンが e-Tax の推奨環境を満たしている
かを、事前に e-Tax ホームページ（www.e-tax.nta.go.jp）
でご確認ください。

※２　税務署のパソコンでは、青色申告決算書等のデータを
e-Tax で送信することはできないため、65万円控除を受
けられません。

※３　平均課税の適用を受ける方については、「変動所得・臨時
所得の平均課税の計算書」のデータ提出が必要になります。

■電子帳簿保存について
◦一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存でき
る制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備
付けを開始する日の 3か月前の日までに申請書を税務
署に提出する必要があります。

　※原則として課税期間の途中から適用することはできません。
◦令和 2年分の所得税確定申告から、65 万円控除を受
けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘
定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録
による備付け及び保存を行う必要があります。

令和 2年分に限っては、
　令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中
に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及
び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を
行うことで、65万円控除を受けることができます。

【お問い合わせ】上田税務署　個人課税第一部門　TEL.0268-22-1234
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建設業部会 生活関連サービス業部会
上田市関係部局、防災支援協会と情報交換

　8月 4 日㈫、建設業
部会（増澤延男部会長）
は、部会役員と上田市
都市建設部・上下水道
局他と情報交換会を開
催し 26 名が出席しま
した。
　気候変動がもたらす

自然災害が全国的に頻発する中、当地域でも昨年のような
台風災害が再度発生する恐れもあることから、官民一体と
なった防災、災害発生時の対応をテーマに、上田市防災支
援協会も交え意見交換をしました。上田市から、令和元年
東日本台風に伴う被害状況・災害対応について、また「長
野県防災サポートアドバイザー（SA）派遣制度」につい
て説明を聞きました。災害発生時は、迅速かつ的確な対応
が求められるが、官民ともに災害対応の経験者が少なく
なってきていることが懸念されます。
　対処と技術の継承をするため、官民ともにOB を交え、
過去の災害対応について学ぶ勉強会を開催することが当部
会から提案されました。今後、行政担当部局の協力を得な
がら進めてまいります。

議員職務執行者が変更されました

日軽松尾株式会社
代表取締役

島田　一雄　氏
（令和 2年 6月 18 日付）

～感染予防の再確認を ! ～　上田市内繁華街にて啓発巡回
　上田地域において 8月より飲食店等で、新型コロナウイルスの感染者が確認され
たことを受け、長野県上田地域振興局・上田市・上田商工会議所は、8月 26 日㈬夜、
感染拡大予防を呼びかけるため、袋町をはじめとする繁華街で、啓蒙活動を実施しま
した。
　長野県では、感染拡大防止のガイドラインを掲げ、「新型コロナ対策推進宣言」の
ステッカーを発行し、商工会議所などを通して、周知を図っています。
　各事業所においては、感染防止に努力されているところですが、新たな生活様式に
向けた対策の継続が必要となっています。上田商工会議所では、特別相談窓口を設置
し、経営相談や、融資、持続化補助金の申請などを行っておりますので、お問い合わ
せください。

　8月 27 日㈭当所で、生活関連サービス業部会役員
会（北嶋忠治部会長）が開催され 12 名が出席し、部
会事業の取り組みについて協議しました。
　会議ではまず、会員事業所 70 店舗が参加し、10 月
1日から始まる「第 4回信州上田うまいものスタンプ
ラリー」事業について検討しました。賞品にはスター
トダッシュ賞を設け、参加飲食店の食事券を賞品とす
ること、またパンフレットの参加店舗情報にはテイク
アウトや個室有の表示など、コロナ禍の状況を考慮し
た内容で進めることを確認しました。
　講演会については、健康管理に関する内容で11月の
開催に向け調整していくこととしました。コロナウイル
ス感染症対策を講じながら準備を進めてまいります。

㈲新工より
電解式次亜塩素酸水スプレー寄贈

　8月 26 日、新型コロナウィルス感染症の終息を願い、
㈲新工�池田茂三�代表取締役より同
社が新たに製造した「UEDA�TAKARA
電解式次亜塩素酸水スプレー 60㎖」
1000 本を当所に寄贈いただきました。
ありがとうございました。
　8月 28 日には長野県より上田圏
域に「新型コロナウィルス特別警報」
が発令されました。感染拡大防止の
ため、活用させていただきます。
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信州上田地域 2020 夏季合同就職面接会
『来場型面接』&『オンライン面接』同時開催‼

　上田公共職業安定所・上田職業安定協会では、7月 27 日㈪、上田東急 REI
ホテルにおいて、『信州上田地域 2020 夏季合同面接会』を開催しました。
　今回は、新型コロナウィルス感染防止のため、参加企業数を制限し、従来
の来場学生との面接会の他、来場ができない学生向けにオンライン面接を同
時開催しました。
　当日の参加は、企業が 55 社（来場型面接 54 社、オンライン面接 12 社）、
学生が 91 名（来場型面接 80 名、オンライン面接 11 名）でした。
　今回の合同面接会では、感染防止のため参加者には検温とマスクの着用、
面接会場には飛沫拡散防止シート、アルコール消毒液の設置等十分な対策を

取りながら、会場も二つに分けての開催となりました。
　オンライン面接は初の開催で、上田東急 REI ホテルの別室にて 1社 20 分ずつ開催しました。県外在住の学生が
自宅から参加し、カメラ・マイクを使用して対面型と同様に担当者に熱心に質問する姿がありました。開催後のア
ンケートでは、「コロナ対策をしながらも開催して頂き、非常にありがたいです」など次回の開催を望む声が多く
寄せられました。

「信州上田地域オンライン就活フェア」
参加企業募集中 !

　上田商工会議所、上田職業安定協会（上田市・東御市・長和町・青木村）では、
新型コロナウイルス感染症の影響により就活支援が求められている中、新たな取
組みとして学生と企業の出会いの場の提供に向けて「信州上田地域オンライン就
活フェア」を実施致します。期間中、随時申込み可能です !
1.【実施期間】� 令和 2年 9月 7日㈪から 12月 28 日㈪
2.【事業内容】� 事業内容は、右図のとおりです。
� 詳細は、上田職業安定協会HPをご覧下さい。
� http://www.ucci.or.jp/u-antei-k/
3.【申込方法】� 上田職業安定協会までメールでご連絡ください。
� E-mail: syokugyou1@ucci.or.jp
※参加料は無料です。
※ご不明な点は、上田商工会議所内上田職業安定協会まで。（TEL.0268-22-4500）

（ 企業 ）

（ 学生 ）

①メールによる登録申請後、
　オンライン参加申込み
②「申込学生リスト」受取り
③学生との日程調整
④会社説明会・面接実施

①参加企業をHPで確認
②オンライン参加申込
③企業との日程調整
④会社説明会・面接実施

【学生と企業の出会いの場】
学生の状況に合わせて面談や
会社説明会等の実施

初開催 !　六文銭バザールのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食業界を、地域一体
で応援するため、しなの鉄道㈱・上田商工会議所では、上田の元気
と美味しさを伝える食のバザールを企画いたしました。お弁当やス
イーツ、土産品を中心にテイクアウト形式の対面販売を実施します。
■日　時� 9 月 25 日㈮　16：00 ～ 20：00
� 9 月 26 日㈯　10：00 ～ 16：00
■場　所� 上田駅自由通路特設会場・しなの鉄道コンコース
■出店事業者・販売品（予定）
CREPERIE�AN�クレープリーアン�········クレープ　

※ 9/25 のみ
豊上製菓㈱�·····························菓子
㈱ずくだせ農場�···················豆菓子、大豆茶、いり玄米、ブラウニー�他
蕎麦屋やまさん�···················薬膳カレー、から揚げ弁当、親子丼
武田味噌醸造㈱�···················味噌せんべい、味噌�他
㈱どんぐり王国�···················地元産りんご
やきとり番長�························美味だれ焼き鳥・美味だれ瓶・ジェラート
ミスタードーナツ�上田しおだ野ショップ�···ドーナツ・わたがし

初心者向け
クラウド活用セミナー 開催

　昨今の情勢にお
いて、情報共有の
必要性が叫ばれる
中、「IT に触れて
みる !」をコンセプ
トに、8月26日㈬、
上田情報ビジネス

専門学校においてクラウド活用セミナーを開
催しました。（講師　林ゆかり氏）
　代表的なクラウドサービスを紹介したほか、
「google®」の無料サービスを用いて参加者
同士によるファイルの共同作業の体験を行い
ました。セミナーの最後には、コロナ禍にお
ける柔軟な働き方や災害時の備えとして活用
できると締めくくりました。（参加者 5名）

）



アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ
（弔慰金・見舞金制度、退職金制度、リスク対策や事業承継など）
を共済制度／福祉制度でサポートしています。

アクサ生命保険株式会社
長野支社　上田営業所
〒386-0024　上田市大手 1-10-22 上田商工会議所会館 3F
TEL 0268-22-31646

事業所の福祉向上に   福祉制度フォローアップ活動が始まります。 9/15～11/30
まで

　当所は会員事業所の福祉向上のために、9月 15日から 11月 30日までアクサ生命保険㈱と協調連携し「会員事業
所フォローアップ活動」を実施したします。
　「福祉制度」は、経営者・役員の保障や退職金準備他、入院・介護・老後に備えた様々な保障ニーズにお応えするものです。
　期間中、アクサ生命保険株式会社担当社員と商工会議所職員がお伺いした際には、面談のお時間をいただきますよう
よろしくお願いいたします。

～上田商工会議所　福祉制度について～
◆上田商工会議所福祉制度ってなんですか ?
　福祉制度は商工会議所で運営している基本共済「生命共済制度」や「特定退職金共済制度」以外の各種保険
制度のことを言います。アクサ生命の様々な保険種類の中から福祉制度として商工会議所が導入した制度です。
お客様の様々なニーズに応えられるように現在では約 20種類の福祉制度があります。

◆どんな福祉制度があるの ?
　お客様のニーズに幅広く応えられるように、「死亡保障」「積立」「入院」「先進医療」「介護」「がん」「就業不能」
などを保障する制度があります。最近では、健康状態に不安のある方向けの商品や放置しておくと重症化するよう
な病気を予防するための商品や死亡保障を準備しながら将来の資産形成が期待できる商品もご用意しております。

◆福祉制度のメリットは ?
　福祉制度は商工会議所会員の皆様のための保険です。保険商品によっては団体・集団割引が効き、一般の方
よりもお安くご加入することができます。

◆どんな人が利用できるの ?
　商工会議所の会員事業所にお勤めであれば、事業主だけではなく従業員の方も契約者としてご加入できます
（この場合、被保険者はご家族でも可能です）。
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令和 2 年国勢調査を実施します

●国勢調査は、2020 年（令和 2年）10月 1日現在、日本に住んでいる
すべての人及び世帯が対象です。

● 9月中旬から、調査員がみなさまのお宅を訪問し、調査書類を郵便受
けに入れるなどしてお配りします。

●回答は、できる限りインターネットでお願いします（郵送も可能です。）。

●国勢調査の結果は、災害時に必要な物資を備えたり、コンビニの出店計
画に利用されるなど、わたしたちの生活の身近なところに役立てられて
います。

●国勢調査では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、調査書類
の配布や調査票の受け取りを、できる限り、みなさまと調査員が対面し
ない非接触の方法で行うようにします。みなさまのご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

回答はかんたん便利な
インターネットで !!

国勢調査については、「国勢調査 2020 総合サイト」をご覧ください。
https://www.kokusei2020.go.jp/

総務省・長野県・市町村

長野県 PR キャラクター
「アルクマ」
© 長野県アルクマ



社会保険　
労務士法人 酒井総合事務所

〒386-0033  上田市御所 601-1

企業のチャレンジ

労働・社会保険を
トータルサポート

上田商工会議所の生命共済制度
★1口1,800円～と割安な掛金★24時間保障
★1年更新★余剰金は配当金で給付★従業員
の掛金は必要経費に★各種見舞金･助成金制
度が充実★各種健診が割安に★温泉
施設等の割引券がもらえる等
お得な制度です。
お申込み&お問い合わせは、

上田商工会議所　TEL22－4500
引受保険会社：アクサ生命保険株式会社
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商工会議所LOBO調査
（早期景気観測調査）

2020年
調査結果７月

調査対象
全国335商工会議所2718業種組合等

【建設業】
資金繰りDI 値が改善傾
向、採算DI 値が悪化傾
向、その他の項目はほぼ
横ばい。

【製造業】
業況・売上・採算・資金
繰り・従業員DI値が改善
傾向、その他の項目はほ
ぼ横ばい。

【卸売業】
業況・売上・採算・販売
単価・従業員DI 値が改
善傾向、仕入単価DI 値
が悪化傾向、資金繰りDI
値がほぼ横ばい。

【小売業】
業況・売上・採算・販売
単価・資金繰り・従業員
DI値が改善傾向、仕入単
価DI値が悪化傾向。

【サービス業】
業況・売上・採算・販売
単価・資金繰り・従業員
DI値が改善傾向、仕入単
価DI値が悪化傾向。

ＬＯＢＯ調査は、商工会議所のネットワークを活用して、各地域の「肌で感じる足元の景気観」を全国
ベースで毎月調査し、その集計結果をリアルタイムに情報提供することを目的としています。

業況DIは、持ち直しの動きも、依然厳しい状況。先行きも感染拡大の警戒感強く、慎重な見方続く。

詳しくは日本商工会議所のホームページでご覧いただけます。 http://www.jcci.or.jp/lobo/lobo.html

全産業
業　況 売　上 採　算 仕入単価 販売単価 資金繰り 従業員

前年同月比
▲ 59.3 ▲ 57.1 ▲ 56.8 ▲ 17.4 ▲ 7.8 ▲ 30.7 0.6

先行き見通し
（向こう３ヶ月）

▲ 53.2 ▲ 50.9 ▲ 51.0 ▲ 18.0 ▲ 9.0 ▲ 29.6 3.0
DI＝（増加・好転などの回答割合）－（減少・悪化などの回答割合）
　全産業合計の業況DIは、▲59.3と前月から3.5ポイントの改
善。経済活動の再開に伴い、客足が戻り始めた小売業や、公共工
事の発注が再開した建設業に下支えされ、持ち直しに向けた動
きがみられる。一方、新型コロナウイルスの感染が東京などの
都市部を中心に拡大傾向にあることから、観光関連では依然と
して低調な動きが続く。製造業でも、一部で生産が再開されつつあるものの、過剰在庫の状況から脱しておらず、
弱さが残る。また、各地で発生した豪雨災害による生産・物流の停滞や、日照不足による野菜の高騰などの下押
し圧力もあって、中小企業の景況感は、厳しい状況に変わりはなく、回復に力強さを欠く。
◇業種別業況の結果ポイント
【建　設　業】 新型コロナウイルスの影響により中断していた公共工事の発注再開に加え、集中豪雨の復

旧工事などで動きがみられるものの、消費者のマインド低迷が続く中、低調な新築・リフォー
ムなどの住宅関連が下押しし、ほぼ横ばい。

【製　造　業】 堅調な内食需要に加え、飲食業向けも持ち直しつつある食料品製造業が下支えし、改善。
また、一部の自動車関連では、工場が再開しつつある中、新型車投入効果、中国向け輸出
の持ち直しによる生産増を指摘する声も聞かれた。ただし、依然として取引先の過剰在庫
により受注が低迷している企業も多く、回復に向けた動きはまだら模様となっている。

【卸　売　業】 新型コロナウイルスの影響により宿泊業向けの需要が低迷しているものの、小売業向けの
引き合いが堅調な食料・飲料品や農畜水産品などが下支えし、改善。ただし、長雨による
日照不足から、加工食品を扱う業種などからは、野菜価格が高騰し、収益を圧迫している
との声も多く聞かれた。

【小　売　業】 引き続き堅調な内食需要に下支えされた食料品のほか、在宅時間の増加や特別定額給付金
の効果を背景に、家具・家電をはじめとする住まい関連、趣味・娯楽品などの売上も伸び、
改善。一方、感染拡大防止のため、夏のセールの見直しや広告の自粛など、販促活動の制
約を指摘する声も聞かれた。

【サービス業】 東京をはじめ新型コロナウイルスの感染が拡大しつつある中、消費者の間で遠出を敬遠す
る動きや予約キャンセルなどが生じており、依然として弱い動きが続くものの、個人客を
中心に客足が戻りつつある飲食業が下支えしたほか、一部の自治体における県内旅行喚起
策の効果により、売上が伸びた宿泊業なども全体を押し上げ、改善。

◇先行きについて
・先行き見通し DI は▲ 53.2 と今月より 6.1 ポイントの改善を見込む。国・自治体による国内旅行喚

起策の政策効果や、過剰在庫の解消による生産回復を期待する声が多く聞かれる。
･ 東京などの都市部を中心に新型コロナウイルスの感染者が増加していることから、新たな感染拡大や

影響の長期化への警戒感が強まっており、新規採用や設備投資を見送る企業もみられるなど、先行き
に対して慎重な見方が続く。

景況天気図

とくに好調
（50≦DI）

好　調
（25≦DI＜50）

まあまあ
（0≦DI＜25）

不　振
（▲25≦DI＜0）

きわめて不振
（DI＜▲25）

●定例相談日程表　中小企業相談所では定例相談を開催しております。どうぞご利用ください。

●予約制相談については、開催日の 7日前までに上田商工会議所中小企業相談所（TEL.22-4500　FAX.25-5577）宛にお申し込みください。
●感染症防止のため、ご相談の際はマスク着用のうえ、お越しください。
　また、明らかにご体調が悪い場合、ご連絡いただき、ご来場をお控えいただきますようご協力お願いします。

相談内容 開催日時 専門相談担当者

経営（予約制） 随　時
10：00 ～ 15：00

（一社）長野県経営支援機構
中小企業診断士

法律（予約制） 9月 16 日㈬
13：30 ～ 15：00

長野県弁護士会上田在住会
弁　護　士

登記（予約制） 10 月 5日㈪
13：30 ～ 15：00

（一社）長野県不動産鑑定士協会
上小地区不動産鑑定士

税務（予約制） 10 月 5日㈪
13：30 ～ 15：00

関東信越税理士会
税理士

相談内容 開催日時 専門相談担当者

労　務 10 月 5 日㈪
13：30 ～ 15：00

長野県働き方改革推進支援センター
社会保険労務士

不動産評価等の
無料相談会

10 月 1 日㈭
10：00 ～ 16：00

（一社）長野県不動産鑑定士協会
上小地区不動産鑑定士

発明（予約制） 10 月 8日㈭
13：00 ～ 16：00

（一社）長野県発明協会
弁理士および知財アドバイザー
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相談所インフォメーション
　　上田商工会議所　　　　　　　　中小企業相談所より９月

中小企業大学校「1日でわかる ! 会計情報の活かし方」開催のお知らせ

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度 特別利子補給助成金の申請に関するご案内
１．制度概要
　本制度は、日本政策金融公庫（日本公庫）、沖縄振興開発金融公庫（沖縄公庫）、商工組合中央金庫（商工中
金）、日本政策投資銀行の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」・「危機対応業務（危機対応融資）」等の特別利
子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長
3年間にあたる利子相当額を一括で助成する制度です。
２．助成対象者
　日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策政投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った
中小企業者・小規模企業者※1 のうち、以下の売上高要件を満たす方

３．特別利子補給対象となる貸付の上限額（2020年 7月 2日時点）
◆日本公庫（中小事業）：2億円	 ◆日本公庫（国民事業）：4,000 万円
◆沖縄公庫（中小企業資金）：2億円	 ◆沖縄公庫（生業資金・生活衛生資金）：4,000 万円
◆商工中金：2億円（日本政策投資銀行と合算）	 ◆日本政策投資銀行：2億円（商工中金と合算）
※上限額は、新規融資と既往債務借換との合計金額
４．申請について
　申請書類は 8月下旬以降、順次、貸付を行った金融機関等から交付・郵送される予定です。
具体的な申請手続きは、下記の中小機構webサイトよりご覧ください。
　https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000pxad-att/riho_03.pdf
５．申請受付期限　2021年 12月 31日（当日消印有効）
【申請・お問合せ先】	（独）中小企業基盤整備機構　新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局
	 TEL.0570-060515（受付時間：平日・土日祝日　9時～ 17時）

①　小規模企業者（個人事業主）事業性のあるフリーランス含む
　売上高要件はありません。全ての方が助成対象となります。
②　小規模企業者（法人事業者）
貸付の申込を行った際の最近 1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は前々年
の同月と比較して 15%以上減少している方※2

③　中小企業者等（上記①、②を除く事業者）
貸付の申込を行った際の最近 1か月またはその翌月若しくはその翌々月の売上高が、前年又は前々年
の同月と比較して 20%以上減少している方※2

※ 1　中小企業者・小規模企業者の要件
日本標準産業分類（中分類）によって分類され
る業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて
判定します。詳細は「申請の手引き」（https://
www.smri.go.jp/news/2020/riho.html）を
ご参照ください。

※ 2　売上高減少率の要件
業歴が 1年 1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なり
ます。また業歴 1年 1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など
前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴 1年 1か月未満として、
売上高減少率の判定をすることができます。詳細は「申請の手引き」をご参照
ください。

　中小企業大学校三条校主催により、上田市で会計情報活用講座が開催されます。税務・会計の本質とポイントを
理解したいとお考えの方、経営判断を行う上で管理会計の知識を持つことが必要な立場の方のための講座です。
■日　時	 令和 2年 10月 27日㈫ 9：30～ 16：40
■会　場	 上田東急 REI ホテル（上田市天神 4-24-1）
■研修内容
⑴　管理会計の基礎知識
⑵　会計情報の実践的活用
⑶　利益・資金計画の必要性と計画実行のポイント

■対象者	 経営者、経営幹部の方
■定　員　25名　　■受講料　16,000 円（税込み）

■申込方法	 下記webサイトより、お申し込みください。
	 定員に達し次第、申込〆切となります。
	 https://www.smrj.go.jp/
	 institute/sanjyo/training/sme/
	 2020/favgos000000d8jq.html
■お問い合わせ
　中小企業大学校三条校　研修課
　Tel.0256-38-0770　Fax.0256-38-0777



コイル・モーター製造  セラミック塗料・断熱材

㈱日誠イーティーシー
本　　社 上田市上塩尻941-1 TEL.0268-25-6161
吉田工場 上田市吉田92-10 TEL.0268-75-8181
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このコーナーは、会員企業の情報
をご紹介します。掲載してみたい
とお考えの事業所の方は、総務課
までご連絡下さい。
◎広告ではありませんので、掲載
は無料です。

Members Network 216

上田の隠れ里・殿城のワインショップ

ワインショップ  VART（バート）
〒386-0004　上田市殿城3606-1
TEL.090-3094-9336（長谷川）　FAX.0268-75-8113

【営業日】土日祝　【時間】10：00～17：00
【HP】https://www.vart-jpn.com

　ワインショップVART（バート）は、市街地の東山麓、
標高 800mの山間にひっそりと佇む殿城（岩清水地区）
にあります。自社畑で栽培したワイン用葡萄を東御市と南
信のワイナリーで委託醸造
しており、やさしく繊細な
味わいが魅力。ショップの
前には絶景が広がり見てい
るだけで癒されます。散策
やドライブがてらにでも一
度訪れてみてください。

カイロプラクティック  イーズ上田店
〒386-0018　上田市常田2-13-4
TEL.0268-38-8655　【休業日】不定休

【営業時間】9：00～21：00  ※他店舗での営業、施設出張もある為、必ずお電話にてご確認下さい。
［完全予約制］　※こちらを見てのご予約は9月末からとなります。

　身体が歪んでいると色々な症
状、病気を引き起こす原因になっ
ているかも!?　健康維持をする
為の方法、スポーツパフォーマン
ス向上の悩みや、慢性的な症状
など、身体の不調は何故起こるの
か?　を一緒に考え改善していき
ます!　姿勢はその多くの原因のカギを握っているので、ものすご～く大切
です。身体は痛みの有無に関係なく、病気や症状の前兆を姿勢を通じて必
ずサインを出しています。気になる方は是非一度、ご相談、ご来院ください!

あなただけの
トータルボディメンテナンス!!

御菓子処　千野
〒386-0012　上田市中央3-2-18
TEL.0268-22-1302

【営業時間】9：30～18：00　【定休日】水曜日
【HP】http://chino-ueda.sub.jp/

＋αの付加価値で生活を豊かに
　季節イベントの中止
が続く中、四季の風物を
表現した「和菓子」を日々
の暮らしに添えてお家時
間を豊かに送ろうという
方が増えています。特に

“SNS映え”することで一
躍話題となった「琥珀糖」は大人気!　当店は皆様の生活が
彩と潤いに満ちることを願い、これからも日本の文化と季
節感を大切にした伝統の和菓子をお届けして参ります。

身近な『かかりつけ薬局』を
目指しています

　信州上田医療セン
ターの西側にある薬局
です。地域に根差した
薬局として、処方箋調
剤から一般のお薬及び
健康食品の販売を行っ
ています。日々の生活
でのちょっとした体の不調やお悩みもお気軽にご相談く
ださい。また、新型コロナウイルス対策の消毒液やマスク
等も取り揃えておりますので、是非ご利用ください。

㈲いとう薬局
〒386-0022　上田市緑が丘1-26-25（信州上田医療センター西側）駐車場完備
TEL.22-1808　FAX.22-9768

【営業時間】月～金曜日8：30～18：00／土曜日8：30～15：00　【定休日】日曜日・祝祭日
【HP】http://www.e-classa.net/itou-ph/index.html
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新入 員 ご会 の 紹介
事業所名 所在地 電話番号 営業内容

㈱フィットイン 上田市材木町 2-12-1 22-3494 ワインバー
㈱どんぐり王国 上田市東内 2373-3 41-8055 農産物生産・販売・観光農園
すずらんパソコン教室 上田市舞田 502 38-6298 エステサロン・パソコン教室
㈲ティーティーエス 上田市中央 6-11-19 26-2693 通訳・翻訳・語学教室
リモージュコンサート㈱ 上田市中央 2-5-3-4F 71-7738 コンサートの企画・制作・開催に関わる全般の業務等
Yuko 上田市中央3丁目14-16�実のりビル1F-A 25-2282 スナック
アイフィット 上田市天神2丁目4-59�アイランドビル205 75-0497 カメラインターネット販売・発送代行
フローリスト S 上田市古里 96-1 71-5875 生花販売
アランフェス 上田市常田 1-4-13 27-1943 スペイン料理店
pomponner 上田市常磐城 3-7-37 090-9003-4310 生花・ドライフラワー・鉢花販売
千曲ラベル印刷 上田市大屋 119-7 35-3372 ラベル印刷
蕎麦切り　よし吉 上田市仁古田 483 31-3837 そば店
お取引先、お知り合い等で未加入の事業所がありましたら、ぜひご紹介ください。ご紹介先には職員がお伺いさせていただきます。

※毎月22日ですが、祝日のため
　翌営業日となります。

振替日が近づきましたら
ご確認、ご準備を　　　
お願いいたします。　　

会議所共済口座振替の
お知らせ

9月23日㈬
です。

GoToトラベル事業地域共通ク－ポン制度説明会のご案内
　GoTo トラベル事業地域共通クーポン事業の周知及びクーポンの制度についての説明会が
下記の通り開催されます。

■日　時
　9月14日㈪　①10：30～12：30　②15：00～17：00の2回
　※集客状況等により日程を追加する可能性もございます。
■予定会場　
　上田東急 REI ホテル（上田市天神 4-24-1）
■定　員
　70 名
■お申込み方法
参加に際しては、下記サイトより事前登録（申込み）
が必要です。（1社 1名まで）
https://biz.goto.jata-net.or.jp/coupon_briefing_form/
（メール・電話等での受付はしておりません）

information

■説明会の内容
1� GoTo トラベル事業の概要について
2� 新型コロナウィルス感染症対策について
3� 登録申請方法の説明
4� 地域共通クーポンについて（管理方法・清算方法
の説明）

5� 今後の問い合わせ先・情報掲載先のご案内
■お問い合わせ先
GoTo トラベル事業コールセンター
ナビダイヤル� 0570-017-345（10：00～ 19：00　年中無休）
IP 電話等の場合� 03-6747-3986（10：00～ 19：00　年中無休）
　� 03-3548-0525（10：00 ～ 17：00　土日祝・年末年始休み）

がんばろう上田 !
PayPayで最大30%戻ってくる

キャンペーン実施中
　上田市内の PayPay 利用可能店
舗において、キャッシュレス決済
サービス「PayPay」で決済すると、
決済金額の最大 30% の PayPay
ボーナス（付与上限：2,000 円相
当／回、10,000 円相当期間）が
戻ってくる「がんばろう上田 ! 最
大 30%戻ってくるキャンペーン」
を令和 2年 9 月 22 日㈫まで実施
しています。是非ご利用下さい。




